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【2020-21 年度 地区方針】ためになる魅力あるロータリー～自分を磨き品格とクラブの魅力を高めよう〜
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例 会 報 告
開会点鐘
司 会
合 唱
お客様紹介

伊藤 稔会長
市川 実 副会場監督

「それでこそロータリー」
齊藤 かおり親睦活動委員

ゲストスピーカー
Duo ＡＬＳＴＥＲ

マンドリニスト
児嶋 絢子様
ギタリスト
槐 智明様
かわさきハワイアン
フェスティバル実行委員長

例会日 毎週火曜日 12 時 30 分点鐘
例会場 川崎市中原区小杉町 3-10
ホテル精養軒
TEL(044)711-8855
事務所 川崎市中原区小杉町 3-428
山協ビル 402 号
TEL(044)722-4331FAX(044)722-6334
E-mail：k-naka@galaxy.ocn.ne.jp
URL:https://www.kawanaka-rc.com
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【本日の欠席者】 三木 治一会員

小林 敏伸会員

津田 篤志会員

朝倉 和信会員

叶野 聡会員

鹿島 義久会員

小丸日出夫会員

大友 徹会員

ニコニココーナー

佐川 陽子会場監督(補)

伊藤 稔会長：本日はありがとうございます。マンド
リンとギターの演奏楽しませて頂きます。
長戸 隆彦幹事：本日もよろしくお願い致します。
伊藤 文治会員：デュオアルスターのお二人様、ご
ゲスト
多忙中の中、おいで頂きありがとうござい
遠藤 久乃様
ます。
今後のプログラム予定
内藤 幸彦会員：かわさきハワイアンフェスティバル
は今年中止になってしまいましたが、実行
委員長の遠藤様を私のゲストでお越し頂
11 月
プログラム名
きました。その節はロータリアン有志には
卓話
大変お世話になりました。遠藤様には将
来ロータリアンにと期待しています。
一般社団法人
第 2 例会 11 月 17 日
川口 禮敬会員：デュオアルスターの皆様、本日は楽
日本親子体操協会
しみに聴かせて頂きます。
理事 大久保 裕美様
金子 利昭会員：本日の卓話デュオアルスター児嶋絢
子様・槐智明様の演奏楽しみです。よろし
11 月 24 日 休 会
くお願い致します。
野口 新二会員：こんにちは。前々回の李丹さんの卓
話楽しかったです。（流暢な日本語でした）
出 席 報 告 市川 宏出席副委員長
堀一 慶明会員：デュオアルスター様！！演奏を楽し
みにしております。
会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 小泉 繁勝会員：秋晴れのランチタイムにマンドリンの
8名
欠6名
素敵な音色を拝聴できることは至福の喜
43 名 35 名
87.50％
MU1 名
びであります。
対象外
対象外
97.37％

内田 義治会員：先週は本部長の窪田の卓話を、ご清
聴頂きましてありがとうございました。
中山 武夫会員：今日の卓話で映画音楽のメロディー
楽しみにしています。
渡邊 新治会員：演奏楽しみにしています。本日もよろ
しくお願い致します。
合計
12 件27,
13,000 円
累計

会 長 報
１．

２．

３．
４．

５．

２．

告

263,000 円

伊藤 稔会長

５．

次週 11/3 は休会です。
再来週 11/10 は例会終了後、理事役員会
を開催致します。関係各位のご出席をお願
い致します。
＜11 月の予定＞
11 月 3 日 休会
11 月 10 日 通常例会 例会終了後理事役
員会
11 月 17 日 通常例会
11 月 24 日 休会

地区より米山奨学生のためのオンライン・オ 卓 話
リエンテーション開催のご案内が届いており
ます。日 時：10 月 30 日（金） 18：00〜 リハ
ーサル（予行練習） 11 月 14 日（土） 14：00
〜 オリエンテーション＊どちらもオンライン
（zoom）開催
地区より 2021 年国際大会（台北）の旅行プラ
ンのご案内と地区ナイトのご案内が届いてお
ります。詳細は回覧致します。
地区より『2020 年 End Polio Now リソース』
が届きました。回覧致します。
横浜南ローターアクトクラブより第 14 回たば
こ吸い殻拾い＆ウォーキング例会のお知ら
せが届いております。詳細は回覧致します。
＜中止のお知らせ＞当クラブの以下の行
事につきましては、残念ながら中止とさせて
いただくこととなりましたのでお知らせいたし
ます。・12/8（火） 年忘れ家族会・2/16（火）
ご夫人デー中止理由）先般の年忘れ家族
会の参加者の集計結果は、昨年の約半分 〜Ｄｕｏ ＡＬＳＴＥＲ（デュオ アルスター）
（50 人）でした。また、現在の新型コロナウイ
児嶋 絢子様・槐 智明様による演奏〜
ルスの感染の状況を鑑み中止といたしまし
た。
♪プログラム♪

幹 事 報
１．

210 件

３．
４．

告

長戸 隆彦幹事

例会変更
川崎中央
11 月 2 日（木） 休会
川崎マリーン 11 月 12 日（木） 3 クラブ
合同例会⇒通常例会に変更
横浜あざみ
11 月 4 日（水） 休会
11 月 11 日（水） 移動
例会 点鐘１３：１５ アートフォーラムあ
ざみ野 2Ｆセミナールーム
11 月 18 日（水）移動
例会 点鐘１１：００ アートフォーラムあ
ざみ野 3Ｆ会議室
11 月 25 日（水）移動
例会 点鐘１３：１５アートフォーラムあざ
み野 2Ｆセミナールーム
会報受領 川崎北 RC 川崎中原 RC 川崎
とどろき RC 川崎 RC 回覧致します。

・オブリビオン（ピアソラ）
・スプレーン（アマディ）
・サウンドオブサイレンス（サイモン＆ガーファンル）
・マイウェイ（クロードフランソワ）
・映画音楽メドレー
ムーンリバー
第三の男
夜霧のしのび逢い
ボレロ（カラーチエ）

プロフィール

ドイツ・ハンブルク音楽大学で出会った２人。2013 年

児嶋 絢子（こじま あやこ） マンドリニスト

「Duo Alster」を結成。Alster（アルスター）というデュオ

東京都出身。フェリス女学院大学卒業。2014 年ドイツ 名は、ハンブルクの観光名所アルスター湖から名付
国立ハンブルグ音楽演劇大学マンドリン科卒業。同 けた。1st アルバム『Duo Alster』では、洗足学園音楽
時にディプロマを取得。

大学クラシックギターコース原善伸客員教授をゲスト

現在、洗足学園音楽大学講師（マンドリン専攻）

に迎えハイドンのバリトントリオ、日本であまり聴かれ

トキワ松学園マンドリン・ギター部、慶応義塾大学マン る機会が少ないマンドリンオリジナル曲、ドイツの思
ドリン部、東京マンドリン宮田楽団を経て 2006 年渡独。いが詰まったギターソロなどを収録した。今回の 2nd
2011 年 全国マンドリン独奏コンクール優勝（萩原朔 アルバム『Anmutig』（アンムーティッヒ）とは、ドイツ語
太郎音楽祭）

で“優美な”という意味。二人が愛するバロック・古典

2012 年 ラファエレ・カラーチェマンドリン独奏コンクー 音楽を中心に、また Alster の為に書かれた「lakeside」
ル 3 位入賞（イタリア）

アンドウマユコ、「マグダレナのうた」三宅洋の２曲も

2010〜2012 年 ベルリン州立音楽学校にてマンドリン 収録した。ゲストに女性マンドリニストの草分け的存
科講師を歴任。日本はじめドイツ、フランス等で数多く 在の片岡道子女史を迎え、新たなマンドリンとギター
の演奏会や音楽祭に出演。日独間の交流（マスター の姿を見ることができる一枚となっている
クラスや音楽祭など）にも精力的に活動を行う。また、
近年ではドイツ・オットヴァイラー・サマーコース、清里
マンドリンセミナーなどに講師として招集されている他、
合奏コンクールの審査員を務めるなど活動の場を広
げている。
2013 年ギター槐智明と《Ｄｕｏ Alster》を結成。
2014 年ゲストにギタリスト原喜伸氏を迎え、ファースト
アルバムＤｕｏ Alster を発売。
2016 年・2018 年にマンドリンアコースティックバンド ē
田橋 Crazys のメンバーとして 2 枚目の CD を発売。こ
じまあやこマンドリン教室主宰。Steffan Trekel・越智
敬・片岡道子・宮田蝶子・枡川千明の各氏に師事。

かわさきハワイアン フェスティバル実行委員長

槐 智明（さいかち ともあき） ギタリスト
ギターを大島康雄・原喜伸・Nashir Nangialai、 Klaus
Hempel、Olaf van Gonnissen 各氏に師事。
2006 年洗足学園音楽大学クラッシクギター科卒業後
渡独。チューリンゲン音楽祭ユニセフチャリティコンサ
ートなど多くの音楽祭に招待されドイツ・フランスで 70
公演以上のコンサートを行うと共に、ノルダーシュテッ
ト市立音楽学校等にて特別講師としての経験も積む。
2011 年ドイツ国立ハンブルク音楽演劇大学大学院ク
ラッシクギター科主席卒業。マンドリンの児嶋綾子と
《Ｄｕｏ Alster》を結成。
Duo Alster 児嶋 絢子(Mand) 槐 智明(Gt)

遠藤 久乃様

